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下関市生涯学習プラザだより

PURAZA-LIFE

ぷらいふ 10

下関市文化振興財団が主催する各種イベントや講座の参加案内など、プラザ情報が満載！

第10回
2019年

ドリームシップ祭り
笑顔満祭10周年

10月19日（土）・２０日（日）
9:00～17:00

入場
無料

※20日は16:00まで

ドリームシップにおいでよ
楽しいこといっぱい

共通イベント
舞台発表

展示発表

おもてなし

体験教室

おいシップ通り

舞台オープニング時

各日先着１00名様

プレゼント

ふじ珈琲

サンタクロース

道の駅
きくがわ

川中豊町店

大和町
パン教室

シーモール

みやはら
製菓

19日10:40～、20日10:15～
フランクフルト・わた菓子

ちらし寿司、新米、乾物等

館内ぐるっとスタンプラリー
クイズ！正解はな～に？
しゅうたろうを探せ！

たのシップ通り

おもてなシップ通り

作品展示や体験教室
ふれあいステージ など
19日

19日のみ

お茶席
学び・遊びの部屋

20日

DVD上映 <鑑賞無料>

『怪盗グルーのミニオン大脱走』

『関門海峡歴史海路』

2017年製作／90分／G／アメリカ

制作：宮下 弘 氏

舞台発表

©Universal Studios

女声合唱クール・ソレイユ★、コール梅光、ホアロハ・ロケラニ・
レフア★、フラヒナノ・マーリエ、テ・フェティア・ヒナノ、フラヒナノ・
ローカヒ、ドリームダンス、エアロビクスダンス教室 、保健功
下関ユネスコ協会洋楽ポップス歌のクラス★、男声合唱団
コールばかんず、下関少年少女合唱隊、下関市立大学アカ
ペラサークル★、長府ギタースクール 、中野ギタースタジオ
劇団Zing♪Zing★、STUDIO Rasp、下関ウインドアンサ
ンブル、Tomita Sax School、アースサウンドオカリナクラブ★
中四国ハワイアン協会、アロハ・プア・ティアレ、AYAKOモダン
バレエスタジオ
★MONO-Sax（ふれあいステージのみ参加）

(Café&Restaurant 旬香)

図書館のイベント
・本のリサイクル市
・語りと朗読会

など

20日のみ

映画上映 <鑑賞無料>

①11:00～12:30 ②13:30～15:00
会場／2階 風のホール 先着200名

うどん・ソフトクリーム等

(中東地区まちづくり協議会 有志一同)

(下関連合婦人会)

時間／9:00～16:00
会場／３階 視聴覚室

くじら汁
くじら竜田揚げ
炊込みご飯

・みんなで歌おう懐かしの歌
・映画上映会
・スペシャルおはなし会
『おはなしの花束』

おもてなし

展示発表
池坊いけばな教室●、木彫りのくるみ
会、メモリーパッチワークスクール、ファッ
ション・ニット●、きもの着付け教室装い
の会●、布リメイク教室、太極舞･コア
トレ 、フィットネス太極舞 、太極舞●
彫金教室、下関市立王江小学校、
田中絹代ぶんか館
●…体験教室も開催
★…ふれあいステージにも参加

茶道表千家プラザ教室、売茶流
柏雲会、NPO茶道鎮信流下関支
部松要会、大和町パン・菓子教室
下関モラロジー事務所、中東地区
まちづくり協議会、下関市連合婦人会
Café＆Restaurant旬香、ふじ珈琲
道の駅きくがわ、サンタクロース川中
豊町店、シーモール、みやはら製菓

体験教室のみ
ニッキーズ、マットピラティス
ヨガサークル、囲碁教室、
Speak up English 、
ロボットプログラミング教室

※掲載順不同

主催：ドリームシップ祭り実行委員会、公益財団法人下関市文化振興財団、下関市教育委員会

▼講座の申込方法は裏面をご覧ください。

はじめての

フィットネス太極舞教室

太極拳・ヨガ・気功を融合した新しいダンスエクササイズ。筋トレ・有酸
素運動・ストレッチを運動生理学に基づき効果的に行い、下半身を鍛
え、健康寿命を延ばします。また、代謝もupし太りにくい体へ。情緒あふ
れる音楽に合わせてゆったり舞いながらフィットネスを楽しめる教室と
なっています。はじめての方でもお気軽に体験できますよ！みんなで楽
しく〔長持ちする体づくり〕一緒に始めませんか？

日時 １１月９日(土) 10:00～12：00
場所 ドリームシップ１Ｆ・大練習室 定員 20名
対象 どなたでも参加可能 受講料 500円
持参物 動きやすい服装・運動靴 申込締切 10/2５(金)必着

アロマクラフト入門編

アロマで風邪予防！
アロマスプレーづくり体験教室

アロマというと、香りを楽しむ癒しのイメージが強いですが、植物から抽出
した香りの成分には、さまざまなパワーが秘められており、特にアロマが得
意とする分野が、抗菌・抗ウィルスです。風邪で体力が落ちているときこそ、
自然の持つアロマの力を取り入れてみましょう。
＊フランスでは医師による医療行為として位置づけられています。

日時 11月16日(土) 10:30～12:00
場所 ドリームシップ３Ｆ・工作工芸室 定員 ２0名
対象 どなたでも参加可能 受講料 500円
材料費 1,000円 申込締切 １１/1(金)必着

TSUKEMEN LIVE 2019
～時を超える絆～

10月6日(日) 開演15:00（開場14:30）
ドリームシップ 海のホール

宝くじ文化公演

ドリームシップ開館10周年記念

元気が出る！ オーケストラコンサート
𠮷田正記念オーケストラ ＜Y K O＞
肩の凝らないムード音楽！
指揮者の愉快なトークも大人気！
迫力の大編成による懐かしの名曲が満載！

12月15日(日)
開演14:00（開場13:30）

ドリームシップ 海のホール

共演決定！
全席指定 5,000円
※3歳未満入場不可

熊野小合唱クラブ
５・６年生と
トゥジュール
(熊野小合唱クラブ
OBOG）

全席指定
一 般 1,500円 (当日2,000円)
高校生以下 1,000円 (当日1,500円)

感
動
の
生
演
奏

宝くじの助成により、特別料金になっています。
※未就学児の同伴・入場はご遠慮ください。
※前売で完売の場合、当日券の販売はありません。

プレイガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
発売中
ドリームシップ、下関市民会館
下関市役所売店、シーモール「ラン」
アブニール(菊川)、川棚の杜コルトーホール
ローソンチケット (Lコード：６３２９８)
チケットぴあ（Pコード１５７-６２１）

プレイガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
発売中
ドリームシップ、下関市民会館、
ローソンチケット (Lコード： 63155）
チケットぴあ (Pコード：153-452)
e+(イープラス)
主催：
、 、公益財団法人 下関市文化振興財団
後援：キングレコード、下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会
企画制作：ANY

下関市文化振興財団[友の会]
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主催：下関市、(公財)下関市文化振興財団
(一財)自治総合センター
後援：下関市教育委員会、下関市文化連合会

財団文化事業 <チケット情報>
※詳細はお問合せ下さい。

１
２

会員期間は入会日から
翌年の同月末までです。

会員募集中

チケットの先行発売日に会員であれば、
先行でチケットをご購入いただけます。（同時入会可）
※詳細は友の会事務局まで。

○年会費
○特 典

○入会受付

○お問合せ

個人会員2,000円
グループ会員3,000円
財団指定の文化事業のチケット先行発売・割引。
文化イベント情報誌「かるちゃあGUIDE」の無料
送付。チケット発売日はポイント２倍など。
下関市民会館及びドリームシップのみで受付ます。
郵便振替をご希望の方は、ご連絡いただければ
ご送付いたします。(払込手数料無料)
チケット先行発売日に同時入会も可能です。
詳しくはお問い合せください。
友の会事務局（下関市民会館内）
TEL.083-231-6401

お問い合わせ

ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ）
<指定管理者> 公益財団法人 下関市文化振興財団
〒750-0016 下関市細江町三丁目1番1号
📞 083-231-1234
📠 083-242-6234
ドリームシップ
QRコード

<会場：ドリームシップ>

発売中

・10/6(日) TSUKEMEN LIVE 2019
・12/15(日) 宝くじ文化公演 元気が出る！オーケストラコンサート
𠮷田正記念オーケストラ

<会場：下関市民会館>
・9/23(月祝)・24(火) 第18回市民会館名画劇場
・10/30(水) 山内惠介全国縦断コンサートツアー2019

財団生涯学習事業 <講座の申込方法>
▶ 往復はがき ※往復はがき1枚につき2名様まで
「往信うら面」①講座名 ②住所 ③氏名・年齢（参加者全員）
④電話番号
「返信おもて面」住所、氏名をご記入のうえドリームシップまで。
▶ ドリームシップ専用申込用紙と返信用の63円切手を
添えて直接申し込み
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※電話番号は、日中ご連絡が取れる番号をご記入ください。
※締切後3日以内に発送いたしますが、郵便事故等で1週間以内に
届かない場合はご連絡ください。
※消えるペン（フリクション等）を使用してご記入されると、郵便時に消える場合が
ありますので、ご使用されないようご注意ください。

